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平成２０年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成２０年３月４日（火曜日） 

開  会  午後 １時２９分 

閉  会  午後 ３時０９分 

                    

○議事日程 

協議事項 

１．平成２０年第１回白老町議会定例会について 

２．通年議会の試行に伴う自治法第 180 条の専決処分について 

３．その他について 

                     

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２０年第１回白老町議会定例会について 

２．通年議会の試行に伴う自治法第 180 条の専決処分について 

３．その他について 

                   

○出席委員（１０名） 

委 員 長    山 本 浩 平 君     副委員長    大 渕 紀 夫 君 

委  員    西 田 祐 子 君     委  員    及 川   保 君 

委  員    近 藤   守 君     委  員    土 屋 かづよ 君 

 委  員    氏 家 裕 治 君     議  長    堀 部 登志雄 君 

委員外議員     吉 田 和 子 君     委員外議員    前 田 博 之 君 

                    

○欠席委員（０名） 

                    

○説明のため出席した者の職氏名 

     総務課総務情報Ｇ主査    藤 澤 文 一 君 

     総務課総務情報Ｇ主任    大 塩 英 男 君 

     経営企画課財政Ｇ主査    高 尾 利 弘 君 

                    

○職務のため出席した者の職氏名 

事  務  局  長    上坊寺 博 之 君 

書        記    久 末 雅 通 君 
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    ◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  ご苦労様でございます。ただいまより、議会運営委員会を開会いた

します。 

                    

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項でございますが、まず一つ目が本定例会の代表質問

及び一般質問の内容の精査でございます。次にはですね、大きく分けまして、通年議会の試行

に伴う、いわゆる専決処分につきまして、この内容をどうするかということをですね、再度、

きょうは協議をさせていただきたいとこのように思っております。あと、もう一つは、その他。

これは決算審査にかかわる予算書の区切りページを考えていただきたいようなお話が町側から

ございましたので、議運に諮って、皆様で協議をしたいとこのように思います。 

 それでは、まず一つ目の議題から、局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ? と? 、合わせてご報告申し上げます。代表質問の件ですが、

今日 10 時に締め切りまして、そこに記載のとおり、４会派から通告書が出ております。米印に

書いてありますとおり、新風さんから申し出がございまして、代表質問、今回は行わないとい

う申し出があります。通告順でいきますと、本来であれば、⑤番目になります。 

 日程的には、本来は、11 日は３会派、公明党まで。それと、２日目は清風クラブ、新風を予

定しておりましたが、一応４つでございますので、順番どおり２つずつ、一応、案としては区

切らせていただいてございます。 

 通告項目につきましては、４名から５項目出てございます。一般質問ですが、７名から通告

が出てございまして、合わせて 14 項目ございます。２日間予定しておりますので、通例のパタ

ーンにより４人、３人という形で、一応、案としてもってございます。 

 通告内容をご説明申し上げたいとございます。よろしいですか。まず、代表質問の件からご

説明いたします。まず、１番目でございますが、日本共産党の斎藤征信議員から出てきてござ

いまして、大きく１項目３つの題で、細かく８点ほど出てございます。内容は「町政執行方針

と財政再建に関連して」という通告でございます。１番目として、財政再建のための道筋につ

いて。①早期健全化基準をクリアしていく長期的対策と展望は、と。２点目でございます、新

財政改革プログラム策定の時期と総合計画後期方針見直しの必要性は。３点目です、事業費増

と起債償還の今後の負担をどう考えるか、ということでございます。２項目目です。財政再建

策と町民の協力体制についてということで３点あります。１点目、今、町民が飴谷町政に望ん

でいるのは何だとお考えになるか。２点目、財政再建策と夢のあるまちづくりのポイントをど

こにおいておられるか。３点目、「町民生活の安定化」を第１の柱にしているが、現状をどう押

えていらっしゃるかということでございます。３項目目です。財政再建に向けた組織機構改革

について。１点目、大量退職者を出したあとの機構改革に対する考え方についてでございます。

２点目、財政改革を断行する集団指導体制の現状と再編の必要性はと。いずれも町長に答弁を
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求めてございます。 

 代表質問の２番目でございます。新政クラブ、近藤守議員より出てきてございます。１項目

２点、細かく６つほどございます。町政執行方針についての基本的な考え方についてでござい

ます。１項目目は町民生活の安定化でございます。①として、環境は２点ございまして、合併

浄化槽設置整備事業についての考え方でございます。若者定住に向けた住環境の整備について

でございます。②番目、防災についてです。同報系防災行政無線施設について、住宅用火災報

知機についてでございます。２項目目です。地域産業の活性化、２点ございます。雇用の確保・

企業誘致についてでございます。水産振興につきましては、海の畑づくり・育てる漁業につい

てと。いずれも町長に答弁を求めております。 

 代表質問の３番目でございます。２項目６点の、細かく 10 点ほどございます。１番目です。

町政執行方針について。町民生活の安定化「環境」についてで５点ございます。１点目、自然

環境や生活環境における環境負荷を軽減するため「地球温暖化対策実行計画」の策定を進める

とあるが、バイオマス以外に自然エネルギーの利活用も視野に入っておられるか。２点目、公

園環境の整備について。ポロト湖周辺の緑地化・植樹の計画は考えられないかということでご

ざいます。３つ目、福祉について。障がい者福祉の「第１期白老町福祉計画」を進めて来た上

で見えてきた課題は。今後「第２期計画」を進める上ではということでございます。高齢者福

祉について。介護予防事業に対するスタッフ・コーディネーターの育成に取り組まれていると

思うが、現在の状況・現在進められている予防事業の今後の展開についてでございます。５点

目、町立病院のあり方について。苫小牧市を含めた関係機関による白老地区検討会議を設置し、

協議を開始しているとあるが、中央ＩＣの計画の進捗状況についてでございます。１項目目は

町長に答弁を求めております。２項目目です。教育行政執行方針について。? 青少年健全育成

について。子ども達を不審者から守るための施策として、隣接市での情報を、見守り活動を実

施している方々にどの様に伝えているか。? 小中学校適正配置について。中学校の適正配置に

ついては、説明会、アンケート調査を実施してきたが、今までの進め方に問題点はなかったの

か。? です、学校施設の整備について。20 年度の学校施設の改修は萩野中学校においては、統

合を視野に入れての改修になるのかということです。? 教職員の資質向上について。教職員の

健康管理についての認識と現状について。? 確かな学力の向上について。総合学習についての

取り組みが示されていないが、今後の取り組みと考え方について。２項目目は教育長に求めて

ございます。 

 代表質問の最後、４番目です。清風クラブ、及川保議員から１項目４点ほど出てございます。

町政執行方針、産業振興についての質問でございます。? 産業振興策の基本的な考え方を伺い

たい、産業振興指針策定の考え方も含めてということです。? 水産業の現状と将来像について

伺いたい、組合合併後の状況も踏まえてということでございます。? 農産業の現状と将来像に

ついて。これも組合の合併後の状況も踏まえてということでございます。? 観光振興策の考え

方について、特に戦略的振興策に多額の費用を掛けておられるが、ということで町長に答弁を
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求めてございます。 

 次、一般質問になります。前田博之議員から２項目 15 点ほど出てございます。まず、１点目

でございます。財政運営についてということで７点ございます。? 町の債務（赤字）総額とそ

の内訳は。? 実質的な赤字額とその内容は。? 長期借入金（町債）に対する姿勢と見識は。?

投資的事業の見直しについて。? と? につきましては、斎藤議員の１項目目の③にちょっと類

似しているかなということでございます。５点目です。超過課税、国民健康保険税、保育料の

見直しなどの歳入財源確保の政治判断と行動計画は、と。? 新財政改革プログラムの３月策定

とその概要は。? 大幅な人件費削減に伴う地域経済に及ぼす影響額とその対策施策はというこ

とで町長に求めてございます。この内、先ほど言いましたように、３番目、４番目、それと６

番目が斎藤議員の質問と同じ内容ではないかなと思います。それと２項目目です。組織づくり

と労務管理について。? 大量退職者に伴う組織的なメリットとデメリットは。? リストラの募

集に多くの職員が応じたが、要因と町長としての見解は。? 大量退職者数と退職理由別の人数

（①としてリストラによる勧奨退職者、②として定年退職者、③自己都合など）及び①の費用

対効果は。? 大量退職者の役場での再雇用者数及び雇用形態（再任用、特定嘱託員、嘱託員、

臨時職員、役場関連団体）とその人員は。? 特定嘱託員の定義と雇用条件は。? 行政サービス

の生産性の向上とサービスの品質について。? 中堅、若手職員への人材育成は。? 将来的な組

織づくりの理念と具体性はということで、斎藤議員の１項目にも同じような質問がございます。

町長に答弁を求めてございます。 

 次に２番目の通告です。吉田和子議員でございます。２項目、大きく分けて３つ、９点の質

問がございます。１項目目でございます。財政再建の取り組みについてということで２項目、

５点ほどあります。? 白老町立病院事業の取り組みについてということで、①「公立病院改革

ガイドライン」の提示による「公立病院改革プラン」策定の考え方と時期について。②再編、

ネットワーク化への具体的取り組みについて。③「公立病院改革プラン」の策定、実施に伴う

財政支援措置について。? でございます。町民サービス事務事業の見直しについて。①敬老会

補助金の廃止、長寿祝金の削減についての町民説明をどのように実施されるのか。②廃止、一

部削減、21 年度 69 歳医療費助成の廃止となりますが、他のサービスを実施する考え方はとい

うことで町長に答弁を求めてございます。２項目目、子育て支援についてということで、児童

福祉についてのご質問４点ございます。①白老町における放課後児童クラブの利用状況と未設

置校の設置について。②発達障害児の受け入れについて。③「放課後子どもプラン」のニーズ

調査の目的と実施方法について。④放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業、両

事業の効果的な運営方法について。教育長に答弁を求めてございます。 

 次に３番目です。大渕紀夫議員から２項目９点の質問が出てきてございます。１点目でござ

います。? 現在の国の動向と到達点は、町の新財政改革プログラム作成状況は、現状分析の到

達点は。? でございます。町政執行方針を見ても昨年度と大きく変化がないように見えるが、

町民・職員への負担軽減の手立ては、また、役場内の体制づくりの考え方は。? 負担軽減のた
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めには大きな政策転換が必要と思うが町民や職員の皆さんが納得する方向づけが必要では。健

全化団体回避の具体的手だてはあるか。懸案事項に対する考え方と具体的整合性をどこでとら

れるのか。? でございます。予算編成方針の基本と具体的な考え方について。①歳入に合った

歳出の組み立てについての考え方。②身の丈にあった財政運営とは。③起債事業については町

民との合意の上で起こすべきではないかと。④現状を維持しながら町民負担を軽減する考え方

は（道路、港、学校統合）、でございます。? 町長のまちづくりの基本的考え方、福祉と環境そ

して産業の活性化を基本とすべきと思うが、どこに基本を置くのか（現状は、福祉も環境政策

も産業に直結していると思いますが）、ということで町長に答弁を求めております。この中の?

の新財政改革プログラムにつきましては、斎藤議員、前田議員も同様の質問がございます。そ

れと、人員削減に伴いましての体制づくりですね、? の。それも斎藤議員、前田議員も同様の

質問がございます。ちょっとこれは、合致するかどうかはわかりませんけど、４番目の起債事

業についても、同じく事業費の関係で斎藤議員、前田議員が質問してございます。次に２項目

目でございます。保健・福祉・医療・介護の４連携についてということで、４点ございます。

? 現在の取り組みの総括と本年度の具体的目標と方針について。? 後期高齢者医療保険が導入

されるが、国保に対する影響はどのようか。? 国保安定化計画への影響は。? ４連携の中での

町立病院の果たす役割と問題点は。町長に答弁を求めてございます。 

 ４番目の通告です。本間広朗議員でございます。２項目、大きく５点、10 点がございます。

まず、１項目目です。白老町の漁業振興策についての質問です。大きく２項目で７点あります。

? です。町の主要魚種であるスケトウダラの漁獲枠については、ＴＡＣ制度（漁獲可能量）に

より年々減少傾向にあるが、今後の対応について。①スケトウダラのＴＡＣ制度と資源状況に

ついて。②スケトウダラの漁期が例年より２カ月ほど早期終了したが、漁期終了後の漁業者の

対応について。③平成 20 年度以降のＴＡＣ制度による漁獲割り当ての見込みについて。④水産

加工業の影響は、と。? でございます。新しい資源づくりの推進について。①昨年の４月、白

老地区の 12 名の漁業者が潜水士試験に合格し、潜水部会を立ち上げ、資源調査等を実施してい

るところであるが、調査の場所、資源状況についてでございます。②潜水による漁獲で危険が

伴うものと思われるが、この対策について。③ウニ、ナマコ等については、一般的に岩礁地帯

で生息するものととらえているが、白老地区についてはほとんど岩礁が無いので、どの様な手

法で漁獲につなげていくのか。町長に答弁でございます。２項目目、萩野中、竹浦中、虎杖中、

３校適正配置について。? 今回、保護者等へのアンケート調査結果について、教育委員会では

どう分析されたのか。? 今年度で中学校適正配置検討委員会が終了し、また統合校に向けた準

備費用が一般会計予算に計上してあるが、その意図は。? 地域住民・保護者にどの時点で理解

を得られたと判断するのか。また、統廃合に反対者が多くなった場合、教育委員会はどう対応

するのか。教育長に答弁を求めてございます。 

 ５番目の通告です。西田祐子議員でございます。２項目９点ございます。１項目目でござい

ます。食育について。? 学校給食に中国産食材は入っているのか。? 給食費を子ども達にどう
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還元しているのか。? 給食の質を落とさないための方法は。? 給食費未納額、過去３年分の金

額、人数、世帯数は。? 栄養教諭と給食センターの連携をどのようにしていくのか。教育長に

答弁を求めてございます。２項目目です。児童相談について。? 「要保護児童対策地域協議会」

はどのような組織で、何を行っているのか。? 要保護児童の相談件数、人数、年齢など過去３

年間の実態は。? 支援体制の構築をいつまでにするのか。? 児童虐待の早期対応とあるが、そ

の期間をどうとらえているのか。教育長に答弁を求めてございます。 

 ６番目の通告です。土屋かづよ議員で２項目８点ございます。１番目、中学校統廃合につい

て。? アンケート結果をどのようにとらえているか。? 統廃合で地域の疲弊が問われているが、

まちづくりの観点からどのように考えているのか。? 統廃合によって財政はどの程度の負担に

なるのか。? 統合によって予想される問題点は（メリットが強調され、デメリットがあまり検

討されていないように思えるが）。? 文科省の通達での地域的意義は、ということで教育長に答

弁を求めてございます。１番目のアンケート結果につきましては、本間議員も同様の質問をし

てございます。２項目目です、消防について。? 現在、国が消防広域化を進めようとしている

が、東胆振地域においての白老町の位置づけは。? 広域化でのメリット、デメリットは。? 救

急業務と職員の高齢化対策は。町長に答弁を求めてございます。 

 ７番目の通告です。松田謙吾議員から出てございます。２項目８点出てございます。まず、

１項目目です。財政再建と 20 年度決算、赤字再生団体回避の見通し、21 年度以降の財政の見

通しについてでございます。? 20 年度決算、赤字再生団体回避の見通しについて。? 21 年度以

降の財政再建計画と引き続き赤字再生団体回避の財政見通しは。? 職員、特別職、議員報酬の

削減と手数料、使用料、事務事業の見直し効果は。? 敬老会補助金の廃止、長寿祝い金の削減、

69 歳医療助成制度の廃止を含め、税負担、補助金の見直し、公共施設の閉館日の実施等、不特

定多数の町民の大きな負担、不便が待ち受けているが、十分な、きちっとした説明責任を果た

すべきと思うが考えをお聞きしたい。? ベテラン職員が大量に退職するが、町民サービスの低

下にはならないか。町長に答弁を求めてございます。２項目目、日本航空学園の運営と現状に

ついて。? 平成５年誘致以来、平成６年 10 月 31 日白老滑空場設置の覚書に白老町と航空学園

梅沢理事長と学校の設置を前提とする白老滑空場と明記して７項目の覚書に調印されているが、

７項目の条件と実施状況についてお聞きしたい。? 白老町の約束に沿った今までの基盤整備状

況と投資総金額と今後の投資計画について。? 学校誘致に伴う経済波及効果は開校１年目は直

接効果で約５億 3,000 万円、経済波及効果で６億 5,500 万円、計 11 億 8,500 万円、開校２年目

以降は、毎年３億 9,800 万円経済波及効果が試算されていると発表されていたが、現状の経済

投資効果をお聞きしたい。町長に答弁を求めてございます。この中の１項目のですね、? 、敬

老会の補助金、長寿祝い金を含めまして説明責任をどう果たしていくかというのは吉田議員と

同じような質問でございます。それと、５番目の町民サービスの低下、これは前田議員の方か

らも同じく出てございます。私からは以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、代表質問及び一般質問についての説明がございました。
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何か、特にお気づきになる点がございましたら、どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私の質問状のところで２番目の児童相談についての? 、「要保護児童

対策地域協議」と書いておりますけども、会を入れていただければと思います。よろしくお願

いいたします。協議会です。私が忘れて入れなかったので申し訳ありませんがお願いします。 

○委員長（山本浩平君） はい。２番目の児童相談についての? のところですね。「要保護児

童対策地域協議会」と、会を入れるということでございます。よろしくお願いします。ほか、

何か気が付いたことございます。 

 それでは、私の方から１点、共産党さんの方にお尋ねしたいのですが、同一会派で斎藤議員

と似たような質問、起債償還についてがあるのですけれども、大渕議員さんとですね。これは

観点が違うということでとらえていいのでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はっきり言えば、代表質問で答弁した答弁の内容によって聞くと、

こういうことであります。要するにオーバーラップして聞くということです。意識してそうい

うふうにしておきます。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ほか、皆さん、何か気がついた点とかございました

ら、どうぞ。よろしいですね。いつもそうですけれども、質問等でですね、同じ答えが２問目、

３問目であると思うのですけども、それは、また同じことをなるべく聞かないようなことでお

願いをしたいと思います。会派で徹底をしていただきたいと存じます。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  議員の側が、当然、同じものが出ているものについては聞かない

と。そして、なるべく原稿を書いていても、原稿書いているからと聞かれる方が結構いるので

すけどね、聞かないようになるべくした方がいいと思うのです。そうでないとね、いや、書き

ましたから聞きますとかね、同じ答弁でもいいからと言って聞くと、それはやっぱり聞かない

ようにした方がいいと思うのですね。 

 そして、もう一つはね、町側もね、答弁しないと。これはもう答弁したからしないよという

ふうにはっきりした方がいいと思うのですよね。ただ、誰々に答弁したから答弁しないと、同

じ趣旨のことを聞いていないのにそうやっていったら、ちょっとね、まずいけども。そうでな

ければね、町側も２度同じこと答弁する必要はないわけだから、答弁しないというふうにして

いただくように。それも両方ですからね。そういうふうに徹底していった方がいいと思うので

すけども。 

○委員長（山本浩平君）  今の点どうでしょう、皆さん。ご意見ある方。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） そうだと思います。ただ、そうすると１問目の質問通告いって

いますけど、大渕副委員長が言ったように、ダブったものについてはもう知っているから省か

ないでね、１問目多少変わってですね、質問していく時にノー原稿で理事者も答えられるよう

にしておいてもらわないと。ですから、仮にダブったとするでしょう、私なり、大渕副委員長

が。そうしたら、僕が２回目だったら、１問目同じですから、２問目の部分がかわってどんと

質問するわけでしょう。１問目はもう質問していますから、答弁いただいていますと。それで、
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２問目にどんと入ったときに、町側の方が逆に対応できるかということです。ノー原稿で。そ

の辺は委員長の方からもちょっと言葉を添えておいていただかないと。逆に意地悪していると

取られたら困りますからね。本来は原稿無しでなるのが本当なのですよね、１問目からでも。 

○委員長（山本浩平君）  暫時、休憩といたしまして、フリートークにしたいと思います。 

休憩 午後 ２時００分 

                    

再開 午後 ２時０３分 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。それでは、各会派の方に徹底をしていただきたい

のと、こちらの方も町側にお話をしておきたいというふうに思います。 

 それと確認なのですけども、私ども新風の方で代表質問を行わないということで、当初は初

日３人、そして、２日目２人ということだったのですけども、こういう２人、２人という形に

代表質問はこういう形でスケジュール案を立てたのですけども、これでよろしいかどうかの確

認なのですがよろしいですか。それでは、このようなスケジュールでいきたいと思います。 

 それでは、? ですか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 追加議案が予定されてございます。今、予定されている議案は、

国民健康保険税条例、国民健康保険条例、老人医療費助成に関する条例の一部改正議案、３本

です。今、町側に回っている段階で、早く上がってくれば早くかけられるのですけど、一応、

安全的なものは最終日 21 日の９時半から予定したいと。説明を受けるだけですので。それで最

後の、最終日の日程に予算審査特別委員会の前に組み込みたいと思っております。それでは、

21 日の議運で示したいと思っております。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございますか。それでは、21 日はこのような日程で議会運

営委員会を開催したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、２番目の協議なのですけども、町側から説明員の方が来られるということでござ

いますので、暫時、休憩といたします。 

休憩 午後 ２時０４分 

                    

再開 午後 ２時０６分 

○委員長（山本浩平君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 課長は今、課長会議ということで担当の方にきょうはお越しをいただいております。 

 それでは、２番目の協議事項、通年議会の試行に伴う自治法 180 条の専決処分について。資

料もございます。局長から説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、質問項目としてはですね、前田議員の方から町側に３点

が来てございまして、議会側に１点が質問来てございます。その中で担当が解釈含めましてで

すね、ご説明来ていますのでお聞きいただきたいということとですね、まず、町側に１番目求

めているのですが、町側が求めたかという見解を求めたいということを書いています。これは
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ちょっと私の方から説明しておきたいのは、１番目はですね、通年議会を施行する場合に議会

側から、当然、会期中ですから専決処分ができなくなるということで町側に基本的に求めたも

のでございます。というのは、議運の中で通年議会試行も本格実施もした場合、３月末の部分

と５月末の部分で専決処分が多分できないでしょうと。ですから、議会として一定限度認めな

いと、この通年という部分はできないでしょうという部分から、町側に議会側で発信しまして、

６月の試行も含めて一応上げていただいたということでございまして、それには、今まできち

んとした分析は加えておりません。上がってきた部分をそのままお出ししていまして、前々回

ですかね、１月の時に１回説明を受けているということでございまして、①についてはそうい

う部分でご理解していただきたいと思います。それでは、お願いします。②からこの部分、ど

ういう解釈か聞いていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田議員からの質問事項につきまして、②、③について

ですね、町側から説明をいただきたいと思います。高尾主査。 

○経営企画課財政Ｇ主査（高尾利弘君）  ②番目のですね、「新たな起債借入」というところ

の説明をしたいと思います。ご質問の内容ですけれども、「新たな借り入れ（一般公共財源対策

債及び国の補正予算に伴う増発債分に限る。）」と。この内容の具体的なものは何かというとこ

ろです。そして、これについて、将来、負担を強いる財源確保や財政運営上可能な限り議会に

諮るべきと考えるが、新たな借り入れを専決処分とした見解はというご質問です。それですね、

回答といたしましては、基本的にはですね、起債借り入れのように将来的な負担を強いるもの

については議会の議決を経るべきという前田議員の見解は私どもも同じ考えでございます。そ

の上でありますけども、内容の説明をいたします。 

 まず、一般公共財源対策債についてですけれども、これは起債の区分で申しますと、国の補

助、直轄事業などですね、国が事業費の一部を負担する事業、こういうものは一般公共事業と

いうふうに区分されておりますけども、この一般公共事業には港湾事業や河川事業、公園事業

などが一般的にあります。それぞれ起債の充当率というものが定められています。具体的に言

いますと、うちは港湾事業で多いのですけども、港湾事業の場合ですと、100 の事業に対して

本来分という起債の充当率が 30％、財源対策分が 60％、それで通常は、残りの 10％につきま

しては一般財源で取り扱うということになっていますけども、年度末に国の方の税収見込みだ

とか、その年度の全体の事業量によってですね、その残りの 10％分を財源対策債の調整分とし

て上乗せして手当てされる場合があります。この部分が年度末近くになって額がはっきりして

きたりというところで、これを新たな借り入れとして専決事項に入れていただきたいという内

容です。それで、平成 17 年度の実際の具体例で申しますと、さらに港のほかにですね、17 年

度には日の出団地の公営住宅の整備事業だとか、企業誘致促進住宅、それらの補助対象外の部

分について、言葉で言うと継ぎ足し分ということで、この財源対策債の調整分というのが認め

られております。うちの方も専決でこちらの方を借りることとしております。それで、この調

整分につきましては、現在ですね、後年度に発生する部分の元利償還金の 50％、これが交付税
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措置されるということで一般財源で措置するよりも有利であるということから、年度末ぎりぎ

りになったとしても専決処分で額が決まり次第起債を発行したいという考えであります。 

 次に、国の補正予算に伴う増発債分というところですけれども、こちらも似ているのですけ

ども、災害だとか、新たな政策的課題の発生に伴って、国が補正予算によって当初、地方債計

画上で見込んでいない事業を追加してくる場合があるのですね。その国の補正に対応するため

の起債の発行ということになります。本町ではですね、昭和 61 年度から平成 10 年度と平成 12

年度に港湾事業で補正予算債というものを使用しております。これは、基本的には起債の区分

としては一般公共事業債ということが多いのですけども、これは道の方とか国の方である程度

割り当てがされまして、先ほどの調整分と振り分けてきたりする、そういう部分があるのです

ね。そして、これについても国の補正予算ですから、教育施設のほか、廃棄物だとかいろいろ

な起債の分野で借り入れる可能性があります。ただ、現実的にはですね、うちの方でもう既に

歳出については議決されているという部分でのもので、事業費自体の増を伴うものではありま

せん。これも一般財源を起債に振り替えるということにはなりますけれども、これにつきまし

ても先ほどと同じようにですね、交付税措置があるという部分で一般財源でそのまま借りない

というよりは有利だということで借りるということを選択するということになっております。

ただ、事務手続き上ですね、３月末までに議会に提出できるという場合につきましては、なる

べく議会に提出したいと思いますけれども、国会の審議の状況とかが遅れるという部分も考え

られますので、一応こちらの専決処分には入れておいていただきたいなということがこちらの

考え方であります。 

 いずれにしましても冒頭申し上げましたとおり、記載の借り入れという部分で将来に負担を

強いるというものですけれども、日程上やむを得ないという部分での専決事項でありますので、

その際にも財政運営上有利になるという形での選択ということで専決処分にしたいということ

でご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今の回答につきまして、何かございます方、どうぞ。前田委員外議

員はどうでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  説明は一応いいです。あとはまた考えます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、③? の部分ですね。大塩主任。 

○総務課総務情報Ｇ主任（大塩英男君） 私の方から③番目、条例の審査という立場から答え

させていただきたいと思います。③番目の質問につきましては、必然的な条例の改正を行うこ

ととあるが必然的な条例とは具体的に何を指しているのかという部分なのですけれども、これ

は具体的にお話いたしますと、毎年、例年、会計年度末３月 31 日に改正される地方税法に伴う

条例改正でございます。毎年、例年でいきますと、町の税条例、あと、国民健康保険税、この

２本が通常、地方税法に伴う条例改正ということで、例年、専決処分をさせていただいて条例

改正を行っているところであります。 

 そして、もう１点の専決でなければ処理できない、やむを得ない事務的な要件は何かという
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ことなのですけれども、これにつきましては正直な話、実務的には国の法律の改正に伴うもの

ということになっているものですから、これは町の意図的な改正といいますか、町の独自的な

改正を含まない条例改正というふうになっていることからですね、国から示される参考例に基

づいて、いわゆる、今は準則というものはなくなったのですけれども、準則というのが税条例、

国民健康保険税条例につきましてはいまだに残っている状況でして、呼び名としては参考例と

いう形になっているのですけれども、その参考例が町の方に届くのがですね、例年、３月末ぎ

りぎりか、４月に入ってからという状況になっております。というのは、３月末日をもってで

すね、地方税法、いわゆる日切れ法案というものの形になってですね、３月末日で法律が公布

されておりますので、状況としてはそのような形じゃないと、きちんとした改正に基づいた税

法の改正がきちんと形でこちらの方に示されないというのが実務的な問題点という形になって

おります。 

それで今後、通年議会というような形になってですね、例年ですと地方自治法の 179 条、時

間的な余裕がないということでですね、例年、専決処分をさせていただいたのですけれども、

通年議会という形になりますと、本町においては限りなく、この 179 条に基づく専決処分とい

うのは無くなるのかなというような認識を私たちとしても持っております。それで、残る道と

いいますか、ちょっと言い方は変なのですけども、地方自治法 180 条に基づく専決処分という

形になろうかと思うのですけれども、この部分につきましては軽易な事項ということで従前、

交通事故等の損害賠償が 100 万以下の場合の専決処分でしたり、軽易な事項ということで指定

議決を得て処理しているところなのですけれども、私たちの認識としても税条例が軽易な事項

だとは全く思っておりません。これはなぜ、今回こういうような形で依頼を申し上げたかとい

いますと、一つには、今、お話しました事務的な問題点というのがあるのですけれども、これ

はあくまでも法律に基づく、地方税法が改正されたことに伴う必然的な条例改正ということで

ですね、ちょっと解釈的には拡大解釈だとお叱りを受けるのかもしれないのですけれども、そ

ういうようなことで 180 条に基づく専決処分をしていただけないものだろうかということで提

案をさせていただいたところであります。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） この点について何か質問、委員の皆さんはございますか。町側に対

して、皆さん質問ございませんか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今のものは３月 31 日を過ぎないものはないというのはおかしい

けど、過ぎるために当然、専決処分をしなければいけないと。そうでなければ、運営がうまく

いかないというような理解でいいのですよね。それで、通年議会をやらなければ 179 条で町側

が専決処分すると、こういうことですよね。そういう理解でいいですか。 

○委員長（山本浩平君）  大塩主任。 

○総務課総務情報Ｇ主任（大塩英男君） 過去にですね、今年度もそうだったのですけれども、

過去ずっと、そういう形で 179 条に基づいて専決処分をさせていただきましたので、そうかと

言われると、正直な話、そのとおりだというのが正直な答えでございます。 
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○委員長（山本浩平君）  藤澤主査。 

○総務課総務情報Ｇ主査（藤澤文一君） 今、大渕副委員長が言われたとおりなのですけれど

も、当然、179 条の専決という形になりますと、後の議会でですね、承認という形で議会の方

にご提案申し上げていると思います。それで、180 条になりますと、もちろん諸般の報告の中

での報告事項ということになるということを考えればですね、当然、重みはちょっと違ってく

るのかなという気はしております。ただ、今、大渕副委員長の方からお話がありましたとおり

ですね、３月 31 日を過ぎて、仮に４月の議会でこのことを提案するということになりますと、

税条例や何かの場合は特に不利益になるものは遡及しないという形になってくるものですから、

これまでも 179 条の専決の中でさかのぼってという形でお願いしていたということであります。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  もう一つ。例えば今まで、記憶でいいですから、１年でも２年で

もいいのですけど、３月 31 日に日が切れない、議会を開くいとまがないという判断で、３月

31 日は過ぎていないけど専決処分したというものは、今までの記憶で結構ですから、あります

か。言っている意味わかりますか。 

○総務課総務情報Ｇ主任（大塩英男君）  ございません。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、皆さん何か町側に何か。及川委員。 

○委員（及川保君）  及川です。この裏にありますね、これは実は私が。このあとに局長とお

話をいろいろとした経緯があるのですけども。今、示されている８項目の部分について、私は

? ? ? の部分でもう少し説明が聞きたいなという思いでいたのですけども。この８項目は全て

ね、今まで事例としてあるのかどうかね、あったのか。この点だけ、ちょっと１点。 

○委員長（山本浩平君）  藤澤主査。 

○総務課総務情報Ｇ主査（藤澤文一君） このたびの通年議会ということでいきますと、市町

村でいけば、おそらく白老町が本格実施ということになれば、初めてのケースということには

なろうかと思うのですけれども。まず、お手元にご提案いたしました８項目のうちですね、１

点目と２点目につきましては既存のものということで、これにつきましては、道内の自治体と

事例を見ましてもですね、例えば損害賠償の額につきましては 100 万円のところもあれば、50

万円のところもあったりという額の違いはありますけれども、この１番と２番の部分につきま

しては、ほとんどの自治体が 180 条の専決事項ということで指定されている部分でございます。 

 それから、ちょっと私も拾えるところで拾った中ではですね、道内でいきますと、? と? 、

それと? 、これにつきましては、福島町の方で既にこの部分は 180 条の専決事項ということで。 

 それから、先ほどの７番目、日切れ扱いの改正に伴うという部分でありますけれども、これ

につきましては、ちょっと類似するかどうかはわかりませんが、法令の定めるところにより当

然必要とする条例の改正というところで、数カ所の自治体が指定しているケースはあったとい

うことであります。事例としては以上のような形かなと。 

○委員長（山本浩平君）  高尾主査。 
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○経営企画課財政Ｇ主査（高尾利弘君） 実際にやっているかという部分、うちのまちでいい

ますと、? ? ? いずれもこれまでずっと専決処分でやってきたというものであります。ただ、

ちょっとですね、基本的には同じ? の中でもいろいろあるのですけれども、例えば町債の増減

の減部分、こちらはですね、本来やらなくても、要は限度額の設定ですのでやらなくてもいい

のですけども、うちの場合は実際に借り入れる借入額とぴったり合わせると、それで、事業費

も合わせるという形で予算としてもきちんとした形で処理したいということでやっているので、

必ずやらなくてはならないということではないのですけども、これはやっていると。それで、

５番目の繰上充用についても同じように金額をきちんと合わせたいという部分で、決算が５月

にしか、ぎりぎりにならないと、本当は５月 31 日まで出納閉鎖期間ありますから、そこになら

ないと終わらないということで、きちんとするという形で専決処分という形でやっております。 

○委員長（山本浩平君） ほか、委員の皆様方から何か質問ありませんか。なければ、町側の

方々はお引き取りいただくということになりますがよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君）  それでは、どうもありがとうございました。 

 それでは、議会に対しての質問が前田委員外議員からも出ております。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 軽微な事項ということで議会側に質問がございました。今、大

塩主任の方から先にお答えしましたのでね、だいたいの内容は同じですが、軽微な事項の認定

というのはどのような本を見ても出ていないのですよね。というのは、それはそのまちの財政

規模、人口規模、そういう状況を踏まえて判断しなさいということなのですよ。ただ、客観的

な判断というのですかね、そういう客観的な見方というのは当然ある、何でもかんでもいいと

いうことではないのですよね。客観的に判断されるものということになっていましてですね、

ただ、軽微なものがこれにあたるという基準はどの本にも書いてございません。その自治体の

財政規模等々を勘案して客観的に定めなさいという部分でございます。この部分はよろしいで

しょうかね。 

 それで、もう一つ。先ほど、藤澤主査の方から言っていました、法第 180 条になれば、認め

ればね、承認と違って、議長の諸般の報告になるというお話がございましたが、これはどのよ

うな方法にでもとれるわけで、報告事項として件名として一つの項目として議論のまな板上に

上げるということは構わない。ただ、結果報告ですから報告済み。承認も承認されないからっ

て法的な効果はないということなのですけど、それとほぼ近いような形で議案という形の中で

処理することは可能だと。今、出資法人の報告書ですとか、決算報告ですとか、そういうもの

をみんな報告で議案上程していますのでね、そういうような形には可能だということも申し添

えておきます。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕ですけど。「議会へ」という中に、「要望事項全てを議会が受

け入れ協議されているが」と書かれていますけれども、全てを受け入れて協議しているという
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ことではなくて、これをどうするかということで今、議論しているわけですから、だめなもの、

例えば今、及川委員の会派がこれとこれとこれは受け入れできないとなれば、みんな受け入れ

できなければ、それはそれで返上するわけですから、受け入れて協議をしているのではなくて、

申し入れを受けた分については協議をしているということですからね。これだったら、議会が

全部受け入れてやっているように受け止められますけれども、私が実際、議運の正副で確かに

話をしたのは私ですから、その時は、何もこれ、全部受け入れて、これやりますよという協議

をしているのでは全くありませんからね。これは今、だめだと言えば、協議できますからね、

いくらでも。そういうことではないですから、これ。「要望事項全てを議会が受け入れ協議され

ている」と書いているでしょう。受け入れて協議はしていませんからね。そこだけはちょっと

はっきりしないと。何かちょっとね、議会が先にそういうことを受け入れてやっているように

思ってしまうから。違いますからね、そこは。そこだけ確認しておいてください。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長の方から、そういう旨のことでございますので、皆様

方に確認をさせていただきます。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 話はわかりました。ただ、私は 20 日の文面読みでね、そして、

案として上がってきたから、その時点である程度整理されて上がってきたのかなと私は思った

のです。そして、その後、今、事務協議されていますから、その部分は理解していますよ。た

だ、そういうふうに理解したということですから。私はその場にいませんからね。その時、議

会にいませんから。そういうふうに解釈したから、そういうような言い方をしたということだ

けですから。それだけは間違えないでください。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川保君）  実は私もそういう思い違いをしておったのですけどもね、完全に理解を

いたしました。 

○委員長（山本浩平君） それでは、きょう３時から委員会入っていますよね、ここね。です

から、３時までには終わらせたいのですけれども、この? ? ? 、そして、若干? も関係してく

ると思うのですけども、どのように取り計らいをすればいいのか、皆様方の・・・。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局としても、前にもちょっと申し上げたのですが、? ? ?

? 、当然、問題抱えている条文だと思います。それで、特に５番目の繰上充用に関することに

ついては５月 31 日で議会が開かれれば、十分クリアできる条項だと思います。というのは、先

ほど高尾主査が言ったように、1,000 円の桁まで合わせなくてもいいのですね。繰上充用とい

う予算さえ確保されていれば、それ以内の中の金額を新年度から持ってくるだけですから。４

月から５月の出納整理期間で新年度に入ってからやればすむ規定なのですよ。ですから、事務

局としては、これは省いてもよろしいのではないかなという気がします。 

 それともう一つ、７番目の部分もですね、日切れ法案という形で書いていますが、これも実

際、技術的な問題なのですね。ただ、三重県を聞きますと、三重県は３月 31 日に議会やるのだ

そうです。ですから、この項目は与えないと言っていました。ただ、県の場合のスタッフ等は
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どうなっているのかちょっとわかりませんけど、この辺はそのようなお話をちらっと県の方で

はされていました。 

 あともう一つ引っかかるのはですね、先ほど言った増発分ですね。福島町は一般公共事業債

分しか認めていないのですよね。こっちの余分な部分は入っていないという部分ですね。 

 それともう一つは、４番目も福島町は認めているのですが、繰入金、積立金は認めています

けど、繰出金は認めていないと。これは町の方の対応を聞きますと、連結赤字の部分があって、

剰余金が出るのであれば赤字を消したいという考えですが、あれは確か、トータルして黒字分

は埋められるのでしたよね。ですから、繰り越しても繰り出さなくても翌年度で同じではない

かなという気がします。ただ、繰入金と基金の操作だけは認めてもよろしいのかなと、私はち

ょっと考えました。というのは、福島町もこの繰出金を除けば認めているのですね。だから、

そんな中でちょっとうまく検討されたらいいのかなと思っています。ただ、従来も必然的に 179

条でやっているということでございますのでね、事務的にどうしても苦しいのまで町に負荷抱

えて認めないかという部分も、その辺はどうなのかなと私は思っています。ただ、こういう必

然的な条例とは、他の部分はなっていないのですね。他の部分は、当然、法令に伴う必要な条

例と。これはですね、埼玉県の鳩山町というのかな、ここでは認めていまして、法令により当

然必要とする条例を改廃することと、こうなっているのですね。ですから、その部分がちょっ

とあいまいであれば、もうちょっときちんとしてね、税条例にかかわるものとか、国保条例に

かかわるものという部分で認めて差し上げるのかという部分が出てくるかなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  今の局長の話でね、日切れ法案の関係なのだけど、三重県は３月

31 日に会議を開くと。それはね、うちだってできるのですよ。ただね、３月 31 日まで国会が

決まればいいけど、さっき聞いた範囲ではその前に決まってやったのはないと言ったでしょう、

その後だっていうね。そういう場合は三重県どうするのか、わかりますか。だって、決まって

いなかったら、そんなもの何ぼ頑張ったってできないのだよ。３月 31 日に開いたって。だから、

専決処分しなければだめだって僕は言っているのだから。３月 31 日まで開けば間に合うことを

やれなんて僕は言いませんよ。だから、繰上充用だって５月 31 日までどうしても決まらないと

いうのであれば、出納閉鎖が５月 31 日だからいいのです。だけど、千単位まで決めてわかって、

会議を開いて、繰上充用は議会でできるというのなら議会でやればいいのだから。僕は何も、

やれることをやるなと言っているのではなくて、できないものは委任した方がいいのではない

かと私は言っているのですよ。だから、今、三重県の話が出たから、３月 31 日までに開けば、

できるのだったら、うちだって３月 31 日にやればいいのだよ、議会を。そうでしょう。簡単な

ことなの。何も僕、難しいこと言っているのではないのだよ。だから、それで間に合わないか

ら町は専決処分するのでしょう。179 条でするわけだから。だって、私がだめだと言ったって

するのだよ、向こうは。通年議会でなかったら。だから、僕は、そこはちゃんと合理的に調べ

て、できないものはやった方がいいのではないの、できるものは議会が努力して３月 31 日でも、
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３月 30 日でもやるべきだと、私は前から専決処分は減らすべきだという考えですから。専決処

分はやるべきではないという考えですからね。だから、なるべく３月 31 日までやれということ

は、今まで議会改革の中で提案してきたのですから、僕は。だから、そうやって言っているだ

けですからね。専決処分をたくさん町側に許してやればいいなんていうふうには、僕は全然思

っていませんから。ただ、物理的にできるかどうかという話なのだよ。そこだけですよ。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 三重県の話が出ましたけど、そこ詳しくは聞いていないのです

よ。私の方は日切れ法案の関係があったから、どうするのですかと言ったら、３月 31 日開きま

すという話をしていたのですよね。ただ、あっちは町村と違って県ですから、その辺の技術力

だとか、税条例の体系も１ランク上なのですよね。地方税法でも都道府県の税条例と市町村の

税条例は違いますので、それだけ情報が早いのかもしれません。私はそこら辺までちょっと確

認はしておりません。 

○委員長（山本浩平君）  いいですよ、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） だけどね、税が変わってくるときは、都道府県と市町村とだい

たい同じ準則で早めに来るのですよ。そして、それを今、言ったように、技術的に 31 日までに

やるのかどうかなのですよ。そして、ご存知のとおり、国会が３月 31 日越してしまった場合は、

当然、専決しなければいけないけども、それ以前もある時は２月ぐらいから来ているのですよ

ね。それで、どう整理されるかという問題だったら、多分、都道府県はある程度、もう、そう

いう作業をやってしまっているのですよ。だから、うちがやっていないという意味ではないで

すよ。結果的には、やっぱり市町村の場合は、みんな勉強しているのだけども、やっぱり支庁

とか、道から来る市町村の準則に従って項目を入れていくのですよ。それがちょっと再確認す

るためには遅れるということであって、31 日にできるか、できないかという問題は国会が延び

れば無理だけど、それ以前ではもうある程度３月の中ぐらいまでには、もう方向性見えていま

すからね。それと、議会でも議事的なことを理解してあげるかどうかという問題だと思うので

すよ。ただ、議会の立場からいけば、今、大渕副委員長が言ったような形にはなると思います

よ。 

○委員長（山本浩平君） まず、皆さんに確認したいのですが、? ? ? ? は特に問題ないとい

うことでよろしいですか。確認だけさせていただきたいのですが。? ? ? ? 。? ? は元々やっ

ているという説明も先ほど町側からございました。? ? ? ? については問題ないということで

よろしいですか。 

 それでは、あと? ? ? ? 、これにつきまして、一つずつちょっと皆様方の意見をお尋ねして

まいりたいと思います。? につきまして、これはいかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  ちょっと局長に聞きたいのだけどね。ここで言っているのは、要

するに町は補正予算債と、それから、もう一つ、財源対策債の調整分、その分で交付税措置が

半分あるから、そっちにした方が有利だから一般会計でやらないのだよというふうに聞いたの
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だけど、事実そうだということですよね。ただ、補正予算債は今ないでしょ、ずっとね。財源

対策債の調整分しかないのだよね、今はね。これを認めるということは何が侵害されるのです

か、議会の。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の部分に絡んでいいますとですね、前田委員外議員も財政や

られていましたけど、財政やっている側で見た場合ですね、多分、想定されるのはですね、目

的、事業というのは変わらないのですよ。通常の許可する部分にくっついてくるのですよね。

許可通知来る時についてくるのですよ。それは必然的に、求めても、求めなくてもついてくる

のですよね。ただ、借り入れるか、借り入れないかは別ですけど。例えば 60％で、60％以内で

ないとだめですから。ただ、国の補正予算の絡みで枠はみ出て、例えば 20 万、30 万オンして

きたとかって、だから、それが限度額超えるのですよ。ですから、ついてくるといったら変で

すけど、初めからついているものと、後から何らかの形でついてくるものです。継ぎ足し分と

言っているでしょう、だから、ついてくるのです。 

○副委員長（大渕紀夫君）  それを町は有利だと思ってやると。だけど、それをやることによ

って、議会の議決権が侵害されたり、誰かがごまかしたり、損をしたりというようなことが起

こることがあるのですか、これで。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですからね、総体事業費、新たな事業を例えば 3,000 万、5,000

万新たな事業を増やしてやるわけではないから、総体的事業費は変わらないのですよ。 

○副委員長（大渕紀夫君） 一般会計から出す分が減って・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一般財源が減って、起債が増える。 

○副委員長（大渕紀夫君）  起債が増えると。そして、それが交付税半分措置されるから、そ

れはやった方が有利だからやると。そこに何かが介在したり、どこかで何か事件が起こるとか

ということはありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないのではないでしょうか。起債総額が増える。要するに、新

たな借り入れと言ったら変になるのですけど、既存の事業目的を変えないで借りるのですよ。

ですから、ここの新たな借り入れというのがおかしいのかもしれません。 

○委員長（山本浩平君）  この表現がね。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、事業目的だとか、そういうものを変えないで借りる分

なのですよ。 

○副委員長（大渕紀夫君）  だって、一般財源使わないで、起債で交付税で半分間違いなく来

るといったら、借りた方がいいと思うけどな、私は。 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の話の中で、例えば事業費は決まっていると、それが 50％も 80％

も伸びるとかね、ついてくるとか、本当の微々たるものがついてくるという形なのですか。そ

れとも、かなりの多くの金額がついてくるということに・・・。その額にもよるのではないか
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と思うのですよ、事業費に対して何％ぐらいまでくっついてくるのか。実例からいって、どの

くらいなのですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、港の裏負担で 10％、20％ついてくるといったら、４億

の 20％といったら、その中の一部分だから大きくなる場合もあり得るということです。ただ、

普通の起債では、そんなに何千万も増えるということはあり得ないです。 

○議長（堀部登志雄君）  それは、いる、いらないと言えるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いや、必然的についてくるのだから・・・。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、話しているのは、交付税で一般財源が入ってくるところが、

そこがみそなのですよね。その辺で、言葉でね。変な言い方だけど、だから、従来、そういう

形で膨らんできたのですよ。それ抜きでやると。だから、ついては来るのだけども、だけど、

それはやはりついてきてやむを得ないかもしれないけど、内容は承知しておかないと、ただ専

決でいいよということは。後で聞くというなら別だけど。その時にやっぱり議会の意思として

議論しておかないと、今みたく後年度に、起債増えた時に、いやいや、あの時交付税で承知さ

れていますからと言われる。だけど、交付税がその時に 80 見たものは、今、60 に落ちている

とかね、交付額が。だから、そういう部分はやっぱりちゃんと当時の時の数値的なものは我々

が承知しなければいけないと思いますよ。総体額が仮に変わらないとしてもね。昔みたいに、

下水道事業だってぼんぼん出た。 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、前田委員外議員のあれからいっても、要するにそれが例えば、

それはいらないよというような形できちんと後年度に影響なくね、それそれはもういらないと

いうことは可能なのですか。やっぱり、そのまち、まちの考えでそんなものいらないというよ

うなことは言っていけるような状況なのですか。その辺はどうなのですか。実例として。やっ

ぱりね、通年議会という一つのね、こういうことを我々議会としてやりたいと。これはある意

味でね、今までと変わらないのだよと。ただ、名前だけ通年議会だよというような話がね。途

中で議会中だから、何でも問題、何か突発で起きた時に取り上げられることができるのだよと

いう形で通年議会を試行するという中身があってね。それで、通年議会やることによって議会

が大変になるのは、議会はいいのだけど、理事者の方にあまりにも負担かかるようであれば、

これはやっぱりね、理事者は基本的には通年議会には反対だよと、メリットないよという具合

に言われているわけね。そういう中でのことから、あまり実害のない、実害というと語弊があ

るのだけどね、あまりそういう面がないようであればね、やっぱりある程度あまり町の負担を

かけない形で、今までと変わらないような形でできるようにしてやるのも考えていかなければ

だめかなと思うのだけど。やっぱり、議会の使命としてね、それはだめなのだと言えば、それ

はそれで皆さんでやっぱりこの部分は認めないというような形になると思うのだけど。これは
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相手のいるものだからね。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤守君）  よくわからないのだけどね、こういう事態というのはよく起こり得るこ

となのですか。それとも、まれなのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 毎年やっているのですよ。いい、悪いは別にしてやってしまっ

ているのです。 

○議長（堀部登志雄君）  それを通年議会という名のもとにもう一回やるべきだというような

ことだね。いや、議会開催すべきだというようなことですよね。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはやった方がいいですよ、できれば。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、３番目はできないです。議会を開いてもできないのです。

中には、もう３月前に来るものもありますけど、大方は４月以降に許可通知ですから、３月 31

日にさかのぼるのですね。現実に無理なのですよ。そして、４番目の積立金を繰り戻したりす

ることも事実上無理なのです、４月入るから。ただ、どれを認めるかだけなのです。繰出金は

だめだよということにするのかという部分で。これも無理なのですよ。だから、何もしないで

そのまま繰り越すのですね。逆に言ったら、繰入金足りなくなったら、赤字で繰り越さなけれ

ばならないということ。一般会計が赤字で繰り越さなければならないということ。今まではな

いですけどね。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） まず、３番目はね、そうであれば、「新たな」という、「新たな」

だけ取っ払ってやると。これは、いずれにしてもやるのならしようがないのだから、「新たな」

というのはないのなら、「新たな」を無くする。増減・借り入れ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  規定事業内ということですか。 

○副委員長（大渕紀夫君）  そう。「新たな借り入れ」としたら、何か新たな事業を起こすみ

たく思ってしまったら困るから、そうではなくて、今までの事業以外はだめよという意味です。

というふうにしたらいかがですか、３番目。いずれにしても 179 条で絶対に今までやっている

ということがあったら、これはどうにもならないのだから。ただ、前田委員外議員が言われた

ように、報告あるわけだから、その時に中身をきちんと聞くと。どういう中身でどうやってや

ったのだということを聞くというふうにすると。 

○事務局長（上坊寺博之君）  福島町は「新たな借り入れ」と入っているのですよね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  入っているの。だけど、「新たな借り入れ」は変だよな、考えた

ら。さっきの話でいうと。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、ここの「新たな借り入れ」を取っ払って縮めてもいい

のではないですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから、「増減・借り入れ」と。 

○委員外議員（前田博之君） あるいは、地方債の額、条件の変更に関すること。これが一番
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簡単なのだよね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それだったら、漠然として・・・。 

○委員外議員（前田博之君） いや、端的に言えば、そうなのだよ。ただ、今言ったように「新

たな借り入れ」という言葉が引っかかってくるのですね。 

○委員外議員（吉田和子君）  赤字で越さないために新たに借り入れなければならないことが

あるという意味になるのかな。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、もう許可だからね。例えば 100 万で予算とっていたもの

が 110 万と来たら、110 万で借り入れしなければならないのですよ。政府資金だったら、もう

政府資金の枠が決まってしまっているから。それで多分、一般公共事業債のこういうものも政

府資金なのですよね。だから、政府資金の枠があってね、現実には借り入れしなければだめな

はずですよ。いらないと言ったら、全部いらないとなってしまうのですね。 

○委員長（山本浩平君）  いらないと言ったら、そうなりますよね。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうしたら、やらなかったらだめなのだよ。 

○委員外議員（吉田和子君） こういう議論をして、こっち側もきちんと構えたということで

ね、行政側もしっかりとまた見直しをやっていくから良かったということですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） １回認めても、これは未来永劫このままではないですから、不

都合あったら消せばいいし、追加すればいいしということになるのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川保君） 私もこの３番についてはね、「新たな」の部分をきちんと削除してやれ

ば、受け入れざるを得ないのではないかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ちなみに前田委員外議員どうですか。質問を出していたという立場

で。 

○委員外議員（前田博之君） 私も「新たな」という部分が条項になれば、いいと思いますよ。 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） この「新たな借り入れ」というのを除くと、この括弧内は「これに

限る」と書いているのだけど、これが消えてしまうということですか。例えば、「新たな借り入

れ」という文字だけ取って、括弧内はそのまま続けて書いておくという、そういう意味ですか。

それとも、括弧内も全部切るということかな。 

○委員外議員（吉田和子君） これね、「新たな」という意味がどういう意味なのかね。これ

を取ってしまうと、この意味が無くなってしまうのかもしれないですね。仕事としてできなく

なるのかもしれないし。「新たな」の意味をきちんと確認しないと、新たというと、新たにまた

別のものという感覚でとらえていいのか。それとも、このものの中での言葉の表し方の意味合

いがあるのかね。その辺をちょっとよく理解していないから。何でも取ればいいというもので

もないのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  委員外議員の前田議員。 
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○委員外議員（前田博之君） これは、町債の借入額の増減ですからね。さっきの説明も、こ

の一般公共財源対策債補正の増発分、この増発分というのもいいのかどうかあるけども、増減

ということは、ここの括弧で言っている部分の増減になってくるのではないですか。今までの

説明の中でいくと。ここで新たな借り入れを入れたら、今までの説明と合わないのですよね、

言葉が。あくまでも今まで 100 になったものが 110 になるよと。その 10 を認めますということ

から。増減ですから。増えた分で新たに、この一般公共と国の補正分だよねとなってくるので

すよね。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  この「新た」というのは、50 万今まで起債借りているところを

55 万になるという意味の新たなでしょう、これは。違うのですか。増減はちょっとわからない

けど、「新たな」というのはそういう意味でしょう、これは。 

○委員（氏家裕治君）  借り入れの増減の補足をしている言葉なのだろうなと僕は思っていた

のだよね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  そうか、増減と書いているものね。増減ということは、新たなと

いうのは、これはダブっているという意味になるものね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  だから、既に起債を起こしている部分の事でしょ。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  そうしたらね、これはこうではないですか。町債の借入額の新た

な借り入れとなるのではないですか。それだったら何でもないのではないですか。だめですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  字も違うのですよ。増減もあるのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 違うの、意味。増減もあるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっともう一回詰めます。 

○委員長（山本浩平君）  これ、ちょっと適切な表現を詰めてやりたいと思いますね。 

 それで、すみません。時間がどうしても延長できないでしょう、きょうね。委員会があるか

ら。きょう、これから委員会があるのですね。広報広聴委員会があるのですよ、３時から。そ

れで、ちょっと中途半端なところなので、今ちょっと、局長から提案があったのですけども、

11 日、ナイター議会の日なのですけども、早めに集まっていただくというわけにいきませんで

しょうか。11 日、15 時。３時からやって、夜、ここでとってということでよろしいですかね。

それで、通年議会の試行については、また再度ちょっともんでみたいと思いますので、皆様、

再度いろいろとちょっと検討していただきたいと思います。 

 それと、きょう、３番目のその他についてで出ていますけども、決算にかかわる予算書の区

切りページについて、これも検討していただきたいので、ちょっと局長から説明だけ、今、お

願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙でお配りしているように、従来であれば、目を細かく区切

って質疑を受けているところでございます。大枠として、予算審査については、総括３回まで
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ということでやっているわけです。町側からですね、もうちょっと大きく取って政策的な議論

をというお話がございまして、できれば款単位で取っていくという部分を希望されていまして、

私の一存で決めるわけにいかないものですから、議運の中で一回諮っていただきたいと。そう

なれば、３回という枠を外して、従来の委員会の形式を取らなかったらだめかなと思います。

皆さん、それぞれ質問をね、少しずつ質問したり、譲りながら何回かするという方法を取らざ

るを得ない。それで、町側の方はやはり、款でも関連性のある部分があって、産業の方は特に

そうなのだけど、だから、この部分でやったら、こういうふうに広くならないのではないかと。

やっぱり政策的に、食材王国だったら、水産から全部かかわるので、そういう広い部分でなら

ないのだろうかねという提案があったものですから、それも含めてちょっと会派の中で検討し

てもらいまして。外さなかったらできないのではないかなという気はしますけど。大渕副委員

長からお聞きした時、前はですね、わかりづらいと。前は款でやっていたそうですよ。そうし

たら、10 項目もあったり、10 項目全部一遍に出して答弁受けて、また 10 項目やるといったら

30 分もかかわるわけでね、一人で。だから、わかりづらいということで区切ったのだそうです

ね。ただ、町がそういう政策議論みたいな部分があるのであれば、試しでやってみるのか。だ

めだったら、戻すのかというのも含めてですね。だめならだめとお断りしておかなければだめ

なので。 

○委員長（山本浩平君）  これも 11 日の議運で再度、皆様方の意見を拝聴したいと思います

ので、検討のほどよろしくお願いしたいと思います。会派の方に諮っていただければと存じま

す。何かわからないことがあれば聞いてください。質問どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  今までのやり方と、今回、款でくくった形の中のね、例えば、質問と

いうか、そういう仕方に何か大きな違いというのが、やっぱり横断的に質問ができるというこ

となのですか。そういう意味ではないのでしょう。町側の意図はどういうところにあるのです

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 要するに、大きく、もう少し政策的な議論。予算ですから、細

かい部分ではなくてと。だから、款で区切るということはそういうことなのかなと。従来でも

そんなに細かく切っているわけではないのですよね。総務費だったら４つだとか、民生も３つ、

そんなに区切ってはいないのですけど、町側から見たら、そういうふうに感じているのかなと

いう気がしますけど。款でくくってもそんなにべらぼうに少なくなるということではないと思

います。だいたい１つ、３つか４つぐらいしか区切っていないはずなのだよね。 

○委員長（山本浩平君）  それによって質問の内容まで変わるということはないと思うのです

けどね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  質問する人は変わらないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 細かいことを聞きたい人は聞きますよね。前田委員外議員さん、ど

うぞ。 

○委員外議員（前田博之君） その区切りである程度ね、細かいことも、ある程度の政策の部
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分も入ってくれば聞けると思うのですよ。ただね、最後に歳出をいっぱいやるので、逆に、こ

ういうふうに節ごとに向こうで分けてね、款の時に１回区切って、款の中で総体的にありませ

んかと、そうやって移ってもらった方がわかりやすいのですよね。それで、総体的な部分で歳

出ということで款をまたがって政策的な議論ができますから、そういうことを受けてもらえる

のかどうかということ、その方が合理的かなと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今と同じとおりということでしょう。 

○委員外議員（前田博之君） だから、款は款の時のトータルの１回質問を受けるということ。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、そういうふうに款ごとにくくってという案が、今、町

の。 

○委員外議員（前田博之君）  このとおりやってですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いや、そのとおりではなくて。 

○委員外議員（前田博之君）  私は今、このとおりやって、最後に款もやったらどうだと。 

○事務局長（上坊寺博之君）  だから、今までと同じということでしょう。 

○委員（氏家裕治君）  僕はまだ理解できないのですけども。今までどおりでも結局、最終的

にそういった部分では関連づけて質問というのはできていたのではないか。だから、町側が言

っている意図というか、理由が・・・。 

○委員長（山本浩平君） 時間短縮したいということではないですか、端的に。吉田委員外議

員。 

○委員外議員（吉田和子君） 政策的議論をもっとしたいと言ってきているということは、あ

まりにも細かいことにこだわりすぎている質問が多いという意味ですか。だから、もっと質問

する側が政策的な、きちんと議論ができるような質問を一般質問と同じように予算も。市とか

はちゃんと２つに分けてね、一般質問的に原稿書いたりしてやっているのですよね、総括みた

いにして。それに近いようなことでやりなさいという意味になるのかな。その辺どうなのでし

ょうね。そういう意味なのかなと思って、今、聞いていたのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  僕も何も聞いているわけでなく、この間ちょっと、そのことで聞

いただけなのだけど。ただ、こういうことはあると思うのですよ。例えば、このことについて

数字を教えてくださいと言いますよね。そして、数字を聞いたら、それで終わってしまうのだ

よね。これはやっぱりね、おかしいと思うのですよ。予算委員会で聞く立場としてはね。数字

を聞いたら、その聞いたことによって、「こうではないですか。」「こういうふうに予算は考える

べきではないですか。」というのならいいのだけど、「このことについて何人いますか。」と聞い

て、「何人です。」と。「ああ、そうですか、終わります。」という、そういう聞き方がもし多い

としたら、これはやっぱり議会側がそこだけは改めなければいけないかなとは思う。それ以外

は、僕は何も。例えばだよ、土木費だとか、総務費だとか、民生費だとか、教育費を款でやっ

たら、10 項目なら 10 項目聞いたら、ずっとやっていなければ。そして、３回しか聞けないと
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なったら、一般質問やっているようなものだよ。そういうふうになってしまうでしょう。だか

ら、それはおかしいと思うのだよ、私、そういうやり方は。今のやり方というのは合理的だと

思いますけど、私は。 

○委員長（山本浩平君）  もう 10 分待たしてしまっていますので、11 日までに会派で再度協

議をお願い申し上げます。 

                    

    ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、きょうの議会運営委員会を閉会いたします。ありがとう

ございました。 

 

（閉会 午後３時０９分） 


